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第１６８号                        ２０１９年１０月２３日（水） 

ＪＴＢグループ  

ＯＢ・ＯＧ会 

東北支部ニュース 

 

たより 
発 行 所 ＢＯＢ会東北支部 
〒９８０－８５２０  

仙台市青葉区一番町３-７-２３ 

明治安田生命仙台一番町ビル 3 階  

発 行 人  前 田 健 二 

編 集 人  畠 山  廣 

 

ＢＯＢサロン（ピザ教室＆作品展）紹介コーナー 

９／１９（木）第４回「ＢＯＢサロン」 仙台三越１４１ビル５階「エルパーク仙台」（１０：００～１４：３０） 

第４回目となる「ＢＯＢサロン」を、今回は「女性るるぶ会」と共催で「ピザ教室＆作品展」

として開催しました。ピザ教室の講師には佐藤美喜さん（佐藤充氏夫人）をお迎えし、１２名の

受講生がピザの生地作りから完成まで全ての工程をご指導いただきました。完成したピザは、作

品展に参加の皆さんも交えて「ピザとワインを楽しむ会」に早変わりして全員で完食しました。 

後半の作品展には７名から作品及び研究発表が出品され、製作者の皆様からの作品の紹介や苦

労話などを聞きながら芸術・文化に浸る一時を過ごしました。最後には恒例になりました、出品

者から提供頂いた素晴らしい作品の抽選会もあり大変楽しいＢＯＢサロンとなりました。調理実

習に参加された皆様、作品を提供頂いた皆様に感謝申し上げます。 

作品展出品作品の紹介 

清水義春さん ＜ボタニカルアート４点＞４回目の出品となった清水さんの作品 

 

 

 

 

渡辺武郎さん ＜写真・絵画・消しゴム版画＞ ２回目参加の渡辺さんは多趣味です。 
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古川秀一さん ＜切り絵４点＞ 古川さんも初回からの出品で連続４回目です。 

 

 

 

 

 

 

                                 

樋口富子さん ＜絵画２点＞  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磯貝辰男さん  絵画３点 

 

 

「小岩井農場からみた１本桜と岩手山」 

 

 

 

         下の絵２枚は、ご長男が住む英国に１カ月滞在した時に描いたものです。 

 

樋口さんは今回が初めての出品です。 
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片平安之さん  写真３点  ※当日ご本人は出席できませんでした。  

 

若林区園芸センター近く大沼の白鳥   山元町浜吉田のひまわり畑   榴ヶ岡公園の桜 

 

 

作品展製作者発表風景 

 

 

 

 

 

 

＜清水義春さん＞ 

４回目の出品となった清水さん。ボタ

ニカルアート（植物画）は時間との勝負

だと言います。目の前の植物がだんだ

ん萎れてしまいます。清水さんは、一つ

の絵を２時間で仕上げているそうで

す。 

 

＜渡辺武郎さん＞ 

絵画に写真それに帆船作りと多趣味

の渡辺さん、今は消しゴム版画作り

に夢中です。 

消しゴムは５００円程度で買えるの

で、趣味として勧めやすいと話して

います。 
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＜研究発表をする板橋博さん＞ 

テーマ  

～国鉄にもあった東北本線、東北への差別～ 

東北にとっての よん・さん・とう 

（昭和４３年１０月ダイヤ改正） 

 

「調べ学習」・・図書館の資料などを使って調べ、

レポートを書くものです。 

 

＜樋口富子さん＞ 

ＢＯＢ会にはだいぶ前の行事に出品した事

がありました。この作品は、仙台市健康福祉

財団の募集に応募した作品で大賞を受賞し

ました。市の広報誌にも載りました。 

 

＜磯貝辰男さん＞絵を始めて２年目です。絵

を描いている時は、時間を忘れ無心になれる

事がとても貴重な体験です。これまでにない

感覚ですので皆さんにも是非お勧めします。 

 

１５分と言う短い時間の中で発表頂きまし 

た。今回のテーマ、東北本線のダイヤ改正と 

仙石線の歴史についての研究発表でした。 

（レポートは全部で１０ページです） 

※発表の内容に興味のある方は広報担当ま 

で連絡下さい。資料をお届けします。 

 

＜古川秀一さん＞切り絵は１点を２週間ほど

で仕上げています。このような発表の場がな

いと、遣り甲斐がありませんので出来るだけ

多くの場所で発表したいと思っています。 
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ピザ教室実習体験風景  

 

＜ピザ教室参加者＞：奥山美奈子、小野寺栄子、新木幸枝、鹿野美枝子、後藤真由美、佐藤茂雄、 

   磯貝辰男、佐藤 充、阿部善幸、前田健二、板橋 博、小原 孝、 講師：佐藤美喜氏                           

＜作品出品者＞：清水義春、渡辺武郎、樋口富子、古川秀一、磯貝辰男、片平安之、板橋 博 

＜他参加者＞：太田和子、白鳥きゑ子、渡辺仁美、若林秀敏、須田幹雄、千葉幸洋、 

畠山 廣               以上総勢 ２５名 

※抽選会ご提供者：清水義春さん（絵はがき）、渡辺武郎さん（カレンダー他）、 

樋口富子さん（絵画）、古川さん（切り絵） 

※飲み物ご提供者：若林秀敏さん（ワイン）、磯貝辰男さん（ワイン）、前田健二さん（ソフト 

ドリンク）以上の皆様にご協力を頂きました。皆様に感謝致します。 

最後はトッピング、チーズをたっぷり載せて完成！ 

完成したピザを美味しく頂きました。ピザにワインが良く合います。るるぶ会の皆さんご苦労様！ 

 

いよいよ生地を四角に伸しています 

佐藤美喜講師との事前打ち合わせは綿密に！ 捏ねた生地を纏めます。 
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第３回全国俳句大会最終選句結果 

全国俳句大会は、８月末で応募が締め切られ全国から４３名の応募がありました。厳正な審

査の結果１２名１６句の入選が決定しました。東北からは次の６名が応募され、矢口米雄さん

が兼題と自由の両部門で、石黒秀雄さんが自由部門で入選されました。 

【各支部の応募者数】 

  北海道 ３名、東北 ６名、関東 ９名、中部 ８名、関西 ８名、 

中国四国 ４名、九州 ５名  ＜全支部合計 ４３名、８６作品＞ 

【東北支部の応募者】 

  石黒秀雄さん、小山昭雄さん、陶山芳子さん、清水孝さん、清野幸男さん、矢口米雄さん 

【東北支部の入選者】  

 （兼題部門） 入賞  矢口米雄さん 「立つ鳥の旅路安かれ星月夜」 

 （自由部門） 入賞  石黒秀雄さん 「阿字観を修め高野の白雨かな」 

   〃    入賞  矢口米雄さん 「夕映えにはらりと散りし黄菅かな」 

※全入賞作品はＢＯＢ会本部ホームページ http://jtbob.com/ をご覧下さい。 

第６回全国フォトコンテスト最終応募結果 

全国フォトコンテストは、９月末で応募が締め切られ全国から６４名（１６２作品）の応募

がありました。今後厳正な審査が行われ入賞者・入賞作品は１１月上旬にはＢＯＢ会本部ホー

ムページに掲載の予定です。尚、東北からは次の１１名の方々が応募されました。 

【各支部の応募者数】 

 北海道 ７名（15点）、東北１１名（30点）、関東１５名（36点）、中部 ７名（14点）、 

関西 ７名（19点）、中四国１２名（33点）、九州 ５名（15点） 

 ＜全支部合計 ６４名、１６２作品＞ 

【東北支部の応募者】（応募順） 

 若林秀敏さん、磯貝辰男さん、片平安之さん、佐藤 充さん、後藤真由美さん、 

山浦賢治さん、清水 孝さん、小原 孝さん、新木幸枝さん、阿部文憲さん、畠山廣さん、 

※昨年よりも３名増となりました。ご協力誠にありがとうございました。 

支部創立５０周年記念事業事前アンケート集計結果 

先にお願いしました「５０周年記念事業アンケートハガキ調査」（９月３０日締め切り）の

集計結果は次のとおりです。調査へのご協力に感謝いたします。 

 

「記念式典・新春懇親会」 1/15（水）ＴＫＰガーデンシティ仙台 【目標 ８０名】 

  【参加会員 ４９名】＋【同伴者１名】＝【合計 ５０名】他に［未定者 １９名］ 

 

「仙台花座寄席観賞」 1/15（水）貸切公演、 1/16（木）通常公演【目標 ８０名】  

【参加会員 ３４名】＋【同伴者７名】＝【合計 ４１名】他に［未定者 １９名］ 

 

「記念旅行台湾３泊４日」 4/5（日）～4/8（水）仙台空港発着  【目標 ４０名】 

  【参加会員 １２名】＋【同伴者５名】＝【合計 １７名】他に［未定者 ２５名］ 

 

以上の集計結果となりましたが、何れの事業も目標人員に達しませんでした。また、回収率

が５５％程度と低率ですので、ハガキの回収を１１月３０日まで延長して実施します。未だ回

答を出されていない会員は期日迄に投函をお願い致します。（ただし、１０月１日に郵便料金

が値上がりしましたので、投函の際は１円切手を忘れずに貼付して下さい【ご注意】。） 

尚、ハガキに「参加」・「未定」とご記入の会員には、追って担当役員より確認のご連絡を

差し上げます。ご協力を宜しくお願い致します。 

http://jtbob.com/
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「新入会員」紹介コーナー 

＝ 千葉幸洋さん（２０１９年７月入会）  仙台市青葉区在住 ＝ 

JTB入社年：１９８０年４月  最終勤務個所：ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟 本部 

◎現在どのような生活をされていますか？  

７月にＢＯＢ会に入会して、ゴルフ愛好会、マージャン大会、蕎麦愛好会に参加させて頂

き、現役時代にお世話になった先輩と「新たな交流」を楽しんでいます。何をするにも健康が

一番。体力の維持向上のため「ジム通い」を続け、現役の時には全く興味のなかった「株」の

勉強も始めました。１０月から婚約したばかりの長男が、仙台に転勤となって賑やかになるの

が楽しみです。 

◎在職中に一番強く思い出に残っていることは？ 

「シルクロード（天山山脈～タクラマカン砂漠）１８日間」の旅です。入社５年目に、浪岡

中の鳴海学年主任から「私は『「西遊会』の事務局をしていて、今年、シルクロードへの旅を

計画している。是非、交通公社にも行程表と見積りをお願いしたい」と依頼されました。当時

「シルクロード」は、ＮＨＫが放映している人気番組でしたが、旅行となれば「全くの未開の

地」。中国ビザだけでは観光できず、庫車（クチャ）県・和田（ホータン）県など、各県毎に

もビザが必要でした。我社の中国室に問い合わせても「これまでルックでも入ったことが無い

地域」とのこと。直接、中国国際旅行社のウ

ルムチ支社に問い合わせをして、やっとの思

いで行程表・見積りを作り、一人当たり団費

７４万円で受注しました。詳細に調べてみる

と、８月のシルクロードは気温が４５度まで

上がり、日本製の冷房が付いているバスが絶

対に必要。さらにパキスタン国境のカラクリ

湖（標高3500ｍ）までは、烏魯木斉（ウルム

チ）から片道６時間の砂利道を走る行程があ

りました。烏魯木斉には、カラクリ湖まで走

れるランドクルーザーは４台しか無いとのこ

と。このように旅行条件が制約されるため、

募集人員は１５+１名に限定し、歴史家、書道家、医者（病人が出た場合を考慮）など長旅に耐

えうる方々を厳選して頂きました。シルクロードの旅は、天山山脈を越えて「タクラマカン砂

漠」の廻りのオアシスに宿泊しながら、砂漠に点在している巨大な石窟内部の壁画を探訪し、

バザールを見学しつつ、「シルクロード」を西へ西へとバスで移動しました。砂漠の南方、崑

崙（コンロン）山脈の麓、和田（ホータン）まで４，５００Ｋｍの道なき道の旅でした。 

２０年後、私が仙台支店長になった時、この旅行に参加したお客様１０名がお祝いに来て頂

き、シルクロードの旅の思い出話に旧交を深めました。「ＪＴＢに入社して良かった！」とい

う感動の瞬間（トキ）だったと思います。  （写真：シルクロード添乗中の千葉さん前列一番左） 

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   １０月１２日(土)１１時００分から 仙台駅前「菜時季大原」 

２ 議   題 

（１）協議事項 

① ５０周年記念事業について 

 ・事前調査集約結果について（別記） ・各事業の進捗状況について 

② 会員訃報への対応方について（別記） 

（２）報告事項 

① お客様紹介運動実績（別記）   ② 会員動向について（別記）  
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③ JTB 人事異動について（抜粋を掲載） ④ 支部上半期収支状況について 

⑤ 本部主催イベント結果報告について（別記）  

⑥ BOB サロンの結果報告について（１～６ページに特集記事を掲載） 

理事会からのお知らせ 

 台風１９号による被害が広範囲に亘って発生しております。被害に遭われました皆様には心

よりお見舞い申し上げます。理事会といたしましては、報道機関等で被害が甚大と報道されて

いる地域の会員に対して、被害状況の聞き取り調査を実施しております。①家屋の被害、②ご

家族等の安否が確認できない等の被害がありましたら、担当の役員にお知らせ下さい。 

会 員 の 動 向  

◇ 会 員 状 況： （２０１９年９月３０日現在） 

正 会 員   ２４８名 （男性２０９名、女性３９名） 

名誉会員      １名 （男性   １名、女性  ０名）  

合  計   ２４９名 （男性２１０名、女性３９名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ８月２１日（水） ５０周年記念事業責任者会議・たより及び関係資料発送作業（JTB 

３階会議室）：支部長、副支部長、磯貝・佐藤（充）・阿部・ 

佐藤（勇）・河越各理事（佐藤（勇）理事は 50 周年記念事業のみ） 

  ９月 ２日（月） ５０周年記念式典新春懇話会親睦担当打合せ（ＴＫＰガーデンシティ 

仙台）：磯貝・阿部・佐藤（勇）各理事 

  ９月１０日（火） ５０周年記念誌広報担当打合せ（泉区コメダ）：畠山副支部長、 

           佐藤（充）・河越各理事、後藤真由美編集委員 

 １０月 ８日（火） ５０周年記念事業総務担当打合せ（ＢＯＢサロン）：前田支部長、 

           畠山副支部長、阿部・鹿野各理事 

ＪＴＢ人事異動速報（抜粋） （２０１９年１０月１日付） 

人事部 JTB 労働組合 本部専従    南雲  壮  人事部 JTB 労働組合 東北支部専従 

人事部  JTB 労働組合 東北支部専従 平井 啓介  仙台支店 

山形支店長 営業課長兼務           長峰 英雄  山形支店長 

北東北・山形エリア長        竹村 保範  北東北・山形エリア長 

                        弘前イトーヨーカドー店長兼務 

 弘前ヒロロ店 店長        築館 浅子  弘前さくら野店 店長  

Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携  ※今年度も、先ずは「お一人１件紹介」をお願いいたします。 

今年度のお客様紹介運動は、年間取扱人員９００人を目標に展開をしております。スタートしてから 5

カ月が経過しましたが非常に低調に推移しております。１件でも多くのご紹介をよろしくお願い致します。 

お客様紹介シートは、同封の新様式をお使い下さい。忘れた場合は、担当者にＢＯＢ会の会員で有

る旨伝えて、シートを出力してもらって下さい。 

◇ お客様紹介運動実績（７・８月分）                   単位千円 

 国内旅行 海外旅行 取扱合計 前年比 

件数 人員 金額 件数 人員 金額 件数 人員 金額 ％ 

7 月分 6 36 2,116    6 36 2,116 57 

8 月分 8 50 3,330 1 2 170 9 52 3,500 82 

年度計 37 166 9,122 3 5 377 40 171 9,498 46 

７・８月分のご紹介者は、石黒 茂、磯貝辰男、太田和子、小関孝雄、木幡信清、佐藤忠次、

佐藤敏彦、佐藤 充、須藤義男、富永幹男（4）、堀野秀子、渡辺仁美 の皆様です。 
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◇ ナイスギフト取扱実績  

７月分 取扱 ５件  ２０１，０００円  ８月分 取扱 ３件  １６６、０００円  

年度計（４～８月分） 取扱件数 １６件   ６７９，０００円（前年比 ７４%） 

７・８月分のご紹介者は、安倍光一、小幡紀男、蒲倉 博、作閒清成、千葉幸洋、 

堀野秀子、前田健二、ＢＯＢゴルフ愛好会 の皆様です。 

※ＪＴＢ全箇所（法人事業本部全支店及び個人事業本部自販全店舗）での旅行商品（ＪＲ券、航空券の

単品を除く）、及びナイスギフト（ナイストリップを除く）の紹介分及び購入が対象となります。 

懇話会の開催  

１２月 ７日（土）「懇話会・忘年会」のご案内 

次回の「懇話会」は、仙台駅前「菜時季大原」を会場に「忘年会」を兼ねて開催致します。 

是非、皆様お誘いあわせの上多数のご参加をお待ちしております。 

◎期 日： １２月 ７日（土）１２時３０分～  

◎会 場： 仙台駅前「菜時季大原」   ◎会 費： ３，５００円 

◎申 込： 磯貝理事 携帯 080-2817-1444 又は佐藤勇一理事 携帯 090-8787-4421へ 

※ 年間申し込みをされている会員は欠席の場合のみご連絡下さい。 

 

◇ １０月１２日（土）仙台駅前「菜時季大原」で「懇話会」を開催しました。 

 今回の懇話会は台風１９号が迫る中での開催でしたので参加見合せの方が多数おられました。 

＜参加者＞  三浦源幸、髙橋 翕、佐藤茂雄、若林秀敏、磯貝辰男、渡辺仁美、佐藤 充、 

前田健二、佐藤勇一、河越和夫、畠山 廣、 

（ＪＴＢ）須藤 直（代理西村峰子）  計１２名  

 

ク ラ ブ 活 動 

◇  歩 こ う 会   申し込みは、ＴＥＬ ０９０-８７８７-４４２１ 佐藤勇一理事へ                            

（９/２５） 「宮城オルレ奥松島コーストレッキングと新設光明石温泉入浴の旅」は 

           諸般の事情により中止としました。 

只今募集中  

 11/8（金）発 石巻の秘湯「追分温泉」・宮城の明治村登米市を歩く１泊２日の旅 

日本酒を極める第三弾【日高見 平孝酒造】＜歩こう会・カメラクラブ合同企画＞ 

 

11/8 仙台駅 8：20＝＝仙石東北ライン＝＝9：20石巻駅 9：33＝＝9：59女川駅 東日本震災 

復興施設・女川町の新しい賑わいの拠点【シーパルピア女川】女川駅 11：09＝＝11：33 

石巻駅＜駅前で昼食＞13：15石巻駅集合＝＝日高見平孝酒造・蔵元見学 杜氏さんより 

酒造りについての話 平孝酒造 14：30＝＝マイクロバス＝＝釣石神社＝＝追分温泉宿泊  

 追分温泉…新鮮な魚料理と地酒日高見・墨廼江にて宴会    

11/9 追分温泉 9：30＝＝マイクロバス＝＝宮城の明治村・登米市散策・教育資料館・警察資料 

館・水沢県庁資料館・藩政時代の武家屋敷自由散策＜昼食：うなぎ＞登米市 14：30＝＝ 

マイクロバス＝＝石巻駅 15：54＝＝仙石東北ライン＝＝仙台駅 16：48着 

 

〇追分温泉 ⇒ご主人こだわりのお風呂は、樹齢 500 年のカヤの木で造られた浴槽。木風呂

好きには喜悦の光景です。 料理は、既製品を一切使わず素材を重視したものばかり。南三陸

の新鮮な海の幸をたくさん盛り込んだ自慢のお料理です。料理旅館で有名です。 
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 〇宮城の明治村・登米市 ⇒教育資料館・警察資料館・水沢県庁資料館・藩政時代の武家屋 

敷を自由散策。ランチにうなぎはいかがでしょう。 

〇日高見・平孝酒造 ⇒平成 2年「日高見」を世に送り出し今では全国的に知られる蔵元。世 

界三大漁場石巻の魚・寿司にあう酒「日高見」。酒造りは「和醸良酒」を基本としている。 

 ◎旅行費用 13.500 円(宿泊費・宴会費・マイクロバス代等) ＊JR代金・昼食代は各自負担 

    女川に行かれない方は石巻駅 13：15 集合です 

 ◎申込先・締切日 10月 30 日(水) 佐藤勇一 (携帯電話) ０９０－８７８７－４４２１   

※今回の企画は、本部ＨＰに掲載予定です。多くの皆様の参加をお待ちしております！ 

◇ 女性るるぶ会「ペンリレー」   事務局 後藤真由美 ０９０－４５５５－１４０８ 

「生きがい」     （仙台市泉区）後藤 真由美さん 

ＪＴＢを退職してから夫の転勤で秋田市、福島市と引っ越し、東日本大震災の後に仙台市泉区

に落ち着きました。趣味は娘二人の追っかけ

ですが、高２、中１と大きくなってきたので、

最近は地域活動にも励んでいます。 

ひとつは社会学級の運営に携わっていま

す。社会学級とは仙台市教育委員会が市内の

各小学校に開設している“大人のための学習

活動の場”です。環境・防災・福祉・教養など

地域や社会の様々なテーマについて学級生み

んなで学習計画を立て学んでいます。今年度

は、救命救急講座、多肉植物講座、自衛隊大和

駐屯地見学、洋風しめ縄づくり、糀講座、コー

チング講座など盛沢山な内容です。更に、小学

校で学校支援ボランティアをしたり、市民セ

ンターで市民企画講座を手伝ったり、まるで本職のように寝る時間も削っています（笑） 

これからも巡り会いを大切にしながら地域活動に励みたいです。勿論、ＪＴＢＯＢ・ＯＧ会と

の貴重な縁も大切にしていきたいです(^^)   （写真：市民参画型事業報告会 右端が後藤さん） 

＜次回は秋田支店でお世話になりました高橋恵里子さんです。よろしくお願い致します。＞ 

 

 

◇ ゴ ル フ 愛 好 会   申し込みは、０２２－２８６-３５６４  三浦 源幸会員へ 

ゴルフを愛する皆さん、健康維持・増進と親睦を図る為にも新規の参加者を大歓迎します。 

☆ゴルフコンペの成績 月例会・その他（参加者） 

8 月 6 日（火）  月例会  グレート仙台 CC  参加者 14 名 

1 位 若生勝芳（N73.H12. G85）  2 位（M サークル） 3 位 髙橋 翕 

他参加者：磯貝辰男、前田健二、清水義春、渡辺仁美、中鉢孝男、鈴木郁也、千葉幸洋、   

木幡信清、市川博康、小幡紀男、三浦源幸、伊東功夫 

8 月 26 日（月）  月例会  グレート仙台 CC  参加者 11 名 

1 位 磯貝辰男（N72.H16. G88）   2 位 三浦源幸   3 位 （M サークル） 

他参加者：伊東功夫、木幡信清、千葉幸洋、鈴木郁也、小幡紀男、杉山重己、渡辺仁美  

髙橋 翕、市川博康 

9 月 9 日（月）  秋季大会  グレート仙台 CC  雨天中止 

9 月 24 日（火）  定例会  グレート仙台 CC  参加者 11 名 

1 位 （M サークル）     2 位（M サークル）   3 位 若生勝芳 

他参加者：三浦源幸、磯貝辰男、千葉幸洋、清水義春、渡辺仁美、木幡信清、佐藤茂雄 

伊東功夫、髙橋 翕、小幡紀男 
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◇ 釣 友 会     申し込みは、０２２-２７９-０７３１ 鈴木（剛）会員へ 

8 月 8 日（木）  塩釜港みなとや丸・・・一ツ天ヤ マダイ釣り 

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦 

  マダイは釣れなかったがホウボウ 2 匹、チダイの釣果に終わる。 

釣果上がらず残念な結果となった。                 （佐藤記）

9 月 4 日（水）  塩釜港みなとや丸・・・一ツ天ヤ マダイ釣り 

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦 

今回もマダイ釣れず、もともと個体数が少ないので仕方ないことと思う。 

ホウボウ 5 匹、シイラ、イシガレイの釣果に終わる。 

9 月 18 日（水）  閖上港 蔵王丸 アジ釣り  

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛 

  今年は不漁の年かな！全員ボウズに終わる。船頭判断で釣行中止、 

９時沖あがりとなる                       （佐藤記） 

9 月 27 日（金）  塩釜港みなとや丸・・・一ツ天ヤ マダイ釣り 

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦 

  今回もマダイは釣れず、いつものパターンとなった。 

ヒラメ、イシガレイ、イナダ 2 匹、マゴチの釣果に終わる。今後に期待。（佐藤記） 

◇ カ ラ オ ケ 会   申し込みは、０９０-７３３３-７３９２ 阿部善幸理事へ 

☆ 8 月 10日（土）定例会 

 ＜参加者＞ 中鉢孝男、前田健二、三浦源幸、渡辺仁美、佐藤茂雄、磯貝辰男、 

三浦 均、阿部善幸 計 8名 

カラオケは、健康寿命を伸ばします！気軽に参加して下さい！ 

★ 次回開催日： 12月 7日（土）懇話会終了後 14：45～17：00 カラオケ暖家 ＠1.000円 

☆ 9 月 10日（火）愛唱会  

 ＜参加者＞若生勝芳、田島正義、髙橋 翕、高橋健治、伊東功夫、阿部善幸  計 6名 

     愛唱会は懐メロをこよなく愛する仲間が集い、毎奇数月上旬に開催しています！ 

       一緒に歌いましょう！ 

★ 次回愛唱会は 11月 12 日（火）13：00～16：00 仙台駅前カラオケ館名掛丁店＠1.050円 

       ※申込は前日まで 阿部善幸理事へ ０９０－７３３３－７３９２   

◇ 麻 雀 愛 好 会   申し込みは、０９０－７１１６－４１３１ 河越和夫理事へ 

☆月例会の報告 

  仙台地区：毎月一回下旬開催、10：00～   雀荘「万里」(022－264－0249)で開催します。 

  8 月 20日（火）  ＜参加者＞  菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫   

9月 13 日（金）  ＜参加者＞  菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫  

☆「2019 年夏季麻雀大会」の結果報告 

日時：2019 年 8月 20日（火） 麻雀クラブ「万里」 

<参加者> 磯貝辰男、伊東功夫、小幡紀男、河越和夫、 

齊藤 修、作間清成、清水義春、庄司 良、鈴木郁也、 

鈴木剛（仙台）、髙橋 翕、高橋 博、高柳新一、 

千葉幸洋、南洞 稔、菱田貞一、若林秀敏、若生勝芳、 

渡辺武郎、渡辺仁美   ２０名 

<成 績> 優勝：齊藤 修  準優勝：若生勝芳 

    第三位：清水義春 

優勝は全四回戦全てがプラスでトータル 63.500点となっ

た齊藤修さんが、ぶっちぎりで初優勝。       優勝の齊藤修さんと準優勝の若生勝芳さん 
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◇ 囲 碁 同 好 会   申し込みは、０７０－５４７２―３３９７ 菱田貞一会員へ 

毎月第 3 木曜日、13 時からＢＯＢサロンで開催しております。 

☆実施日  8 月 23 日（金）＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一  

      9 月 19 日（木）      都合により休会 

◇ けやき会（俳句会）   申し込みは、０２２－２４４－５９４３Ｆ 代表の小山会長 

または ０２２－３７６－４０６０Ｆ 幹事の石黒会員へ 

第 143 回 8月 22日(木)の句会から                                   

空蟬のすがる津島の宮の階    小山 あきお    季語=空蟬=夏  

断崖の朝の光や秋燕       市川   隆   季語=秋燕=秋  

山荘の朝の静寂や草雲雀     石黒  秀策   季語=草雲雀=秋  

手に杖を夫婦揃いの夏帽子    陶山  芳子    季語=夏帽子=夏  

秋爽や異人と登る石の段      清水   孝   季語=秋爽= 秋 

         ※  「階(はし)」・「静寂(しじま)」  

第 144 回 9月 20日(金)の句会から 

秋光や天主台より鳶の声      小山 あきお    季語=秋光=秋  

休耕田足を取られて草の花     市川   隆   季語=草の花=秋  

別荘に遠き潮騒菊枕        石黒  秀策   季語=菊枕=秋  

杉端よりいでし名月羽黒山    清水    孝   季語=名月=秋  

爽涼や今朝の仁王の柔和な眼     陶山  芳子   季語=爽涼= 秋 

 

句会は通常毎月第三金曜日 仙台市太白区 ハチヤ珈琲 長町店で開催 

 毎回、12：00～昼食及びミーティング、13：00～15：30頃迄 句会開催 

「俳句けやき会」では皆様のご入会をお待ちしております。申込は担当の石黒まで 

◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（８/２０）第３１回パソコン教室（３階会議室） 

片平講師の元、家計簿・会計帳票の作成に取り組んでいます。新しい会員の参加大歓迎です。 

＜参加者＞ 菊池 宏、磯貝辰男、阿部善幸、佐藤光秋、早坂信克、 

講 師：片平安之  事務局：畠山 廣、   ７名 

（９/１７）第３２回パソコン教室（３階会議室） 

＜参加者＞ 菊池 宏、磯貝辰男、阿部善幸、佐藤光秋、 

 講師：片平安之  事務局：畠山 廣、河越和夫    ７名 

※毎月第 3火曜日 BOBサロンで開催します。初めての方も大歓迎です。 

◇ 蕎 麦 愛 好 会   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（９／９）尾花沢市「名代そば処福原屋」で例会を開催 

９月例会は、尾花沢市芭蕉清風歴史資料館隣にある「名代そば処福原屋」を訪ねて、“最上早生

原種”の蕎麦を堪能して来ました。 

数日前から、台風１５号の影響が心配され、当初予定していた仙台から山寺までのＪＲ仙山線

利用を諦めて、仙台から車３台を確保して直接尾花沢に直行する事にしました。それぞれの地域

から１０名の会員を乗せて、東根・村山を経由して尾花沢市の中心街にある「芭蕉清風歴史資料

館」に到着しました。そこで福島からの２名、山形からの３名と合流し、今回の参加者１５名が

全員揃いました。早速、「芭蕉清風歴史資料館」に入り、お待ち頂いていた芭蕉研究の第一人者「梅

津保一先生」に「芭蕉とおくのほそ道」についてのお話しを頂きました。先生のお話しは、三つ

の蕎麦街道の顧問をされている事もあって、尾花沢で栽培している「原種最上早生」の話しから

始まって、芭蕉も蕎麦を食べたし、伊賀上野出身の芭蕉はそば打ちも出来たと言います。紅花商
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人の清風は、自宅で３泊歓迎し、その後は近くの養泉寺を宿泊場所として提供しました。芭蕉は

気兼ねの無いこの場所で連日のように訪ねてくる俳句仲間と、まるで自宅にいるようにゆっくり

と旅の疲れを癒します。その時に詠んだ句が ＝『涼しさをわが宿にしてねまるなり』＝ です。 

その後、例会会場である「名代そば処福原屋」に移動しました。山形地区の佐藤利喜弥理事か

ら地酒「出羽桜」の差し入れが入り、おのおの注文したビール等でお蕎麦を待ちます。そば粉は、

尾花沢地区だけで栽培されている「原種最上早生（わせ）」で、福原屋さんでは当日に使う分だけ

石臼引きしています。盛皿

に入った蕎麦が運ばれてき

ました。やや白めの上品な

色で、田舎そばにしてはや

や細目に仕上げてある二八

そばです。皆さん満足して

完食頂いたようです。 

食事の後は、徳良湖近く

にあるソバ畑を見学しまし

た。ここは、蕎麦屋と栽培農

家と消費者で立ち上げた

「ゆう遊三昧会」が街おこ

しで始めた畑で、１０ヘク

タールの広さだと言いま

す。今回は、満開に咲き誇っ

たソバ畑を見学後に解散としました。次回は新そばになった頃に又訪ねようと思う。 （畠山 記）                 

＜参加者＞：石黒秀雄、若生勝芳、渡辺武郎、佐藤茂雄、佐藤 充、鈴木正利、須田幹雄、 

前田健二、千葉幸洋、河越和夫、鹿野美枝子、佐藤利喜弥、佐藤敏彦、大山 静、 

畠山 廣     １５名     

 ＜次回例会案内＞   

次回は、１１月１１日（月）福島県会津の大内宿で名物「ねぎそば」を賞味する予定です。 

参加希望の方は、詳細をお送りしますので幹事宛て連絡をお願いします。  

 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 山形「べにばな会」 活動報告 

（９/２５） 「山形芋煮会」を開催 

山形の秋の風物詩“山形芋煮会”を会員の

堀野秀子さんが支配人を務める「山形まるご

と館・紅の蔵」の蔵座敷にて地域交流会とし

て開催しました。今回は、庄内地区からは女

性会員３名が、仙台からは山形所縁の会員６

名が、また地元山形からは堀時男さんも体調

を押して駆け付けて頂きました。 

今日のメーンの紅の蔵名物の「山形芋煮」

は山形県特産の悪戸芋を使ったものです。山

形県伝統野菜の悪戸芋は、山形市西部の悪戸

地区で古くから栽培されている里芋で、絹の

ようにとろける食感と深いコクが特徴の希少な伝統野菜です。仙台から参加の皆さんには、紅の

蔵の直売所で到着後直ぐに買って貰ったので間に合いましたが、直ぐに売れ切れてしまう人気商

品です。皆さんには、悪戸芋と山形牛の芋煮と、山形の地酒で充分に楽しんで頂きました。 
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締めの「山形板蕎麦」を堪能

した後は、自己紹介や近況報告

等を交え、次回の交流会の話題

等も出て、和やかな交流会にな

りました。デザートには、堀野

さんが独自ルートで調達して

貰った、シャインマスカットと

ミニトマトを美味しく頂きま

した。最後に集合写真（右側）

を撮って解散としました。 

遠方から参加の皆様、本当に

ありがとうございました。幹事

一同、大変感謝しております。  

（佐藤利喜弥 記） 

＜参加者＞ 伊藤美代子、 

高橋紀久、横山せん、高橋健二、 

齊藤 修、渡辺仁美、千葉幸洋、 

畠山 廣、鹿野美枝子、堀 時男、堀野秀子、酒井香奈子、佐藤敏彦、佐藤利喜弥、 

JTBOG：新井景子、太田貴子、佐藤秀代   計１７名 

 

会 員 だ よ り  

８月２６日（月）ＢＯＢゴルフ愛好会で三浦源幸さんが喜寿ホールインワン達成 

ゴルフ愛好会の月例会場グレート仙台カントリー倶楽部において、三浦源幸さんがホールイン

ワンを達成しました。同伴者された、千葉幸洋さん磯貝辰男さんから情報をいただきました。 

≪ご本人から喜びのコメントです≫ 

OUT８番（GOLD ティ１２５ヤード池・バンカー越）いつもはＰＷの高い弾道で攻めているが、

挑戦中の中ロブで２ヤード手前に ON、緩く右にカーブしながら Just in、きれいなＩＮでした。

そうは言っても、1/12750 といわれる確率、マグレそのものであることは確かです。このボール

は前週（21日）OBしたところで拾った lost ボール。PW は 52歳で購入 25年愛用タイトリストの

Ironsetでした。 

 

（ＢＯＢ会東北支部ゴルフ愛好会月例会コンペにて） 



 15 

会員訃報への対応方について 

日頃よりＢＯＢ会東北支部の運営にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

近年、葬儀の形式も多様化をしております。 

会員の訃報につきましては、以下の通りとさせていただきます。 

訃報のご連絡は、各地域の役員までお願い致します。 

＜青森地区＞ 宮本壽郎理事 ０１７－７７４－２６３３ 携帯０９０－１４９７－８６０６ 

＜岩手地区＞ 南洞 稔理事 ０１９１－２１－８４０５ 携帯０８０－１８０６－９２４２ 

＜秋田地区＞ 小林 誠理事              携帯０９０－８４２４－９２９７ 

＜山形地区＞佐藤利喜弥理事 ０２３－６４５－４８６５ 携帯０９０－８６１８－７３４９ 

＜福島地区＞ 蒲倉博理事  ０２４－５５４－４２５０ 携帯０９０－８２５９－８２２２ 

＜宮城地区＞ 阿部善幸理事 ０２２－２９６－１４１６ 携帯０９０－７３３３－７３９２ 

       畠山副支部長 ０２２－３７９－０２１０ 携帯０８０－５５７８－５９２０ 

＜支部総括＞ 畠山副支部長 ０２２－３７９－０２１０ 携帯０８０－５５７８－５９２０ 

＜ＢＯＢ東北支部事務局＞ 幹事 須藤 直マネージャー 

ＪＴＢ人事部（仙台駐在）  ０２２－２１２－５５５０  

連絡事項は 

 ① ご逝去の日時 

 ② 通夜・告別式の日時と会場名および住所・電話 

 ③ 喪主及び続柄 （電話番号） 

④ 支部会員へ通知をして良いかどうか 

東北支部の弔意の表意方は、 

① 弔慰金（ＢＯＢ東北支部長名） 

② 弔 花 ２基（ＢＯＢ東北支部長名、㈱JTB 社長名） 

③ 弔 電 ２通（ＢＯＢ東北支部長名，㈱JTB 社長名） 

＊＊通夜・告別式の受付応援体制につきましては、支部総務担当がご遺族と協議し、 

要請があった場合にお引き受けし、各役員にお願いします。 

以上です。 

 

 

 

 

編集後記 

◇台風１９号は東日本全域に亘って甚大な被害をもたらしました。被災されました皆様には心 

よりお見舞いを申し上げます。支部としても、現在被害状況の把握に努めております。会員

の皆様の被害状況が分かりましたら、是非担当役員までお知らせ下さい。 

◇４月から「お客様紹介運動」の集約窓口が仙台駐在から天王洲本社に変更になりました。合

わせて全国どこの支店・店舗で購入しても紹介実績にカウントされる事になりました。しか

し、登録手続きに不慣れな事もあってか、実績の登録漏れが多数発生している状況です。ご

面倒ですが、お申し込みの際は確実に登録をして貰ったか、担当の社員に確認作業をお願い

致します。支部からも本部・ＪＴＢに対して周知徹底を働き掛けております。 

◇『５０周年記念事業』参加意向アンケート調査は９月３０日で締め切りとなりました。集計

結果は本文に掲載した通りですが、各種行事の参加に〇印を記入頂いた皆様には感謝いたし

ます。参加及び未定の方を含めますと、ほぼ目標の数値に近づいてはおりますが、未だハガ

キを投函していない方も半数近くおります（回答率５５％）。ハガキ回収を 11 月末まで延長

して募集を行いますので、未だの方は必ずご記入の上投函をお願い致します。（ただし、10

月 1日から郵便料金が値上がりしましたので 1円切手を貼って投函下さい）  （畠山） 

◇当支部たよりは本部ＨＰの東北コーナーにも掲載しています。写真もカラーでご覧いただけ

ますので、こちらも是非ご覧下さい。本部ＨＰは http://jtbob.com/ です。 

http://jtbob.com/
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ご協賛企業   会員の皆様のご支援をお願いします 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

－ＭＩＴＯＹＡ  ＧＲＯＵＰ－ 

 
ホテルニュー水戸屋      茶寮宗園 
ホテルニュー水戸屋アネックス 

TEL０２２-３９８-２３０１  TEL０２２-３９８-２３１１ 

FAX０２２-３９８-２２４２  FAX０２２-３９８-２１４４ 

 

 

         
 

楽しい「時間」と「幸福」を、「感謝」の気持ちと共に贈る JTBならではのカタログ式ギフト。 

慶弔・ゴルフコンペ景品・お中元・お歳暮などにご利用ください。 

7 コース（3,600、5,600、10,600、20,600、30,600、50,600、100,600円 税別） 

         お求めは ℡022-728-6466 
 

 

皆様のライフプランを各種保険を通じてサポートいたします！ 

株式会社 ＪＴＢライフネット 仙台支店 
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。 

支店長：丹治 信彦  鞠子 みゆき 

ＴＥＬ：０２２-２６２-８８０１ ＦＡＸ：０２２-２６２-８８０３ 

 


